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づくり県民税による
森林整備の推進

　県では森林づくり県民税を財源に

して「森の力再生事業」を実施し、

森林の整備を進めています。この事

業では、手入れが遅れた森林や竹林

を整備し、森林の持つ公益的機能を

高めることで快適な暮らし環境を

作っています。

県東部農林事務所森林整備課
　920-2170
　農林振興課　995-1824

市街化調整区域の建築
許可基準一部緩和

　市街化調整区域で自己用一戸建専

用住宅を建築できる、指定大規模既

存集落制度の基準が一部緩和されま

した。

〈接道要件の緩和〉
 （�旧）原則として、幅員６ｍ以上の

道路に 10 ｍ以上接していること

 （�新）原則として、幅員４ｍ以上の

道路に４ｍ以上接していること

〈居住要件の緩和〉
 （�旧）深良・富岡・須山の市街化調整

区域内に、おおむね20年以上生活

の本拠を有するものまたはその分家

 （�新）深良・富岡・須山の市街化調整

区域内に、おおむね10年以上生活

の本拠を有するものまたはその分家

まちづくり課　995-1856

年末年始の公共施設の休業日

施設名 期　間

市役所・各支所 12月27日㈯～
１月４日㈰

市民体育館

12月29日㈪～
１月３日㈯

運動公園
富士山資料館
生涯学習センター
中央公園
市民文化センター
鈴木図書館
東西公民館

南・北児童館 12月26日㈮～
１月５日㈪

斎場 12月31日㈬～
１月２日㈮

せせらぎの湯 12月26日㈮～
１月５日㈪

ヘルシーパーク 12月30日㈫～
１月１日㈭

　平成 26 年１月１日から 12 月

31 日までに医療機関、薬局など

に支払った後期高齢者医療保険適

用の医療費の自己負担分を一部助

成します。

次のすべての要件を満たす方

　①�平成 27 年１月１日に、市に

住民登録があり、県後期高齢

者医療の被保険者であること

　②�医療機関などを受診したとき

に市に住民登録があること

　③�市後期高齢者医療の保険料の

未納がないこと

�●該当する医療費の領収書（原

本）●後期高齢者医療被保険者

証●対象者名義の預金通帳●印

鑑（認印可）●重度障害者医療

費助成金受給者証（お持ちの方

のみ）

後期高齢者医療制度　受付期間は１月７日㈬～30日㈮
助成額

①昭和10年３月31日以前に生まれた方
年額10,000円が上限②県後期高齢者医療の被保険者で重度障害

者医療費助成金受給者証をお持ちの方

①②以外の県後期高齢者医療被保険者の方 年額6,000円が上限

申請の受付（土日・祝日を除く）

ところ と　き

市役所４階402会議室 １月７日㈬～30日㈮ ９:00～ 16:30

深良支所
１月15日㈭ ９:00～ 16:00

１月16日㈮ ９:00～ 12:00

富岡支所
１月19日㈪ ９:00～ 16:00

１月20日㈫ ９:00～ 12:00

須山支所
１月22日㈭ ９:00～ 16:00

１月23日㈮ ９:00～ 12:00

市役所地下会議室Ａ・Ｂ １月25日㈰ ９:00～ 12:00

� 社会福祉課　995-1819■は、休日受付
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

年末年始の
「すそのーる」運休

　路線バス「すそのーる」は、12

月 29 日㈪から平成 27 年１月３日

㈯まですべての便を運休します。

企画政策課　995-1804

“すそのん”のイラスト使用

　“すそのん”のイラストを商品や

チラシなどに使用する場合は、申請

してください。

�所定の申請書に必要事項を記入し、

商品名や材料、レイアウトなどが

わかる企画書を添付して市長戦略

課広報室に提出してください。申

請書は市ホームページからダウン

ロードすることができます。

使用承認期間
　承認を受けた日から２年を経過す

る日以後の最初の３月 31 日まで

�●個人が家庭内で使用する場合、

申請は不要です。

　�●市の信用または品位を損なうお

それがあるとき、法令または公序

良俗に反するおそれがあるときな

ど使用できない場合があります。

市長戦略課広報室
　995-1802

募 集
Recruitment

平成27年度採用市職員

職種／保健師
人数／２人程度
資�格／保健師の資格を持っていて、
昭和 55 年４月２日以降に生まれ

た方

〈案内書・申込書の配布〉
平成 27 年１月 13 日㈫まで

�市役所３階人事課

郵�送請求／封筒の表面に朱書きで
「試験案内希望」と明記し、送付

先を記入した返信用封筒を同封し

てください。返信用封筒は A４

用紙が折らずに入る大きさのもの

（角２封筒など）を使い、140 円

切手（速達の場合は 410 円切手）

を貼ってください。

〈申込受付〉
平成 27 年１月 13 日㈫（必着）

　受付時間▶８時 30 分～ 17 時

※土日・祝日・年末年始は除く

申�込方法／申込用紙などに必要事項
を記入し、人事課に提出してくだ

さい。※郵送可

〈第一次試験〉
平成 27 年１月 25 日㈰

市役所会議室

人事課　995-1806

　市内をロケ地またはテーマ題材

とした映像作品（ショートムー

ビー）を募集します。

●募集作品
　�以下のすべての要件を満たすも

の

・�市内で撮影されたもの、または

市をテーマとしたもの（アニ

メーションやスライドなど写真

をつなぎ合わせたものも可）

・�当市の魅力を表現しているス

トーリー性のある映像作品

・ �30 秒以上５分以内のオリジナ

ル未発表作品

●応募規定
・�プロ・アマを問いません。

・�作品の応募数に制限はありませ

んが、入賞は１人（１団体）１

賞とします。

・�作品はＤＶＤにコピーして提出

してください。応募作品は、返

却しません。

●賞
　最優秀賞 10 万円（１点）

　優秀賞� ５万円（１点）

　特別賞� １万円（３点）

●応募方法
　�　応募用紙に必要事項を記入し、

観光協会または市長戦略課広報

室に提出してください（郵送

可）。応募用紙は市ホームペー

ジからダウンロードすることが

できます。

●募集締切
　平成 27 年１月 30 日㈮

観光協会　992-5005
　〒 410-1102　深良 451

　市長戦略課広報室　995-1802
　〒 410-1192　佐野 1059

富士すその ショートムービーコンテスト富士すその ショートムービーコンテスト
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募 集
Recruitment

自動販売機の設置者

　市役所と水道庁舎に自動販売機を

設置する事業者を募集します。

設置場所
　①市役所地下多目的ルーム内

　②水道庁舎屋外敷地内

貸付面積
　①�幅1.4m×奥行1.3m×高さ2.2m

（１台あたり）

　②幅2.0m×奥行1.0m×高さ2.2m

※�使用済容器回収箱の設置分なども

含む

販売品目・台数
　①�清涼飲料水１台、牛乳・乳飲料

など１台

　②清涼飲料水１台

※�清涼飲料水は災害対応の自動販売

機に限る

設置期間
　①平成27年２月１日㈰から３年間

　②平成27年４月１日㈬から２年間

選定方法／制限付一般競争入札
�①は総務管財課、②は下水道課に

必要書類を提出してください。募

集要領などは市ホームページから

ダウンロードすることができます。

�12月22日㈪～平成27年１月９日㈮

※�土日・祝日と年末年始を除く

①総務管財課　995-1807
　②下水道課　995-1835

輝くからだづくり講座

�平成27年１月18日㈰ 14時～15時

30分 受付▶13時30分～13時50分

�福祉保健会館３階研修室

市に住民登録がある方

80 人

演題／歯周病が及ぼす身体への影響
講�師／汐見登さん（しおみ歯科医院
医院長）

�すその健康マイレージカード（お

持ちの方）

�託児を希望する方は１月 13 日㈫

までにお申し込みください（先着

15 人）。

健康推進課　992-5711

県立沼津技術専門校入校生

　平成 27 年度の入校生の第三期募

集を行います。

募�集科・人員／機械技術科20人、電
子技術科20人、情報技術科20人

訓練期間／２年間（昼間）
応�募資格／平成27年３月時点でおお
むね30歳以下で、技術、技能を身

につけて就職する意欲のある方

〈試験〉
�平成 27 年１月 28 日㈬

�県立沼津技術専門校（沼津テクノ

カレッジ）

合格発表／２月４日㈬　12時
�平成 27 年１月５日㈪～ 21 日㈬

県沼津技術専門校
　925-1071

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場に

お越しください。

�平成 27 年１月９日㈮

　13 時 30 分～ 15 時

�市民活動センター（福祉保健会館）

�認知症の方を介護している家族の方

市介護家族の会（中村）
　993-2508
　社会福祉協議会　992-5750

日本語ボランティア
セミナー2015

基�調講演／グローバル化時代の異文
化コミュニケーションと日本語教育

分�科会／①「また来たい」「続けよう」
と思える日本語教室づくりのために

　�②グローバル化する日本社会が求

めるこれからの「国際人」

　�③「こんなときに使う」を伝えよ

う！場面や機能を意識した授業づ

くり

平成 27 年１月 12 日㈪

　基調講演▶ 10 時～ 11 時 30 分

　�分科会▶ 13 時 30 分～ 16 時

�県男女共同参画センターあざれあ

（静岡市駿河区）

�基調講演 500 円、分科会 500 円

�県国際交流協会にお申し込みくだ

さい。※電話、メール、FAX可

平成 27 年１月９日㈮

県国際交流協会
　054-202-3411
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平成26年度 全国統一防火標語

もういいかい
　火を消すまでは
　　　　まあだだよ

納付期限：２月２日㈪
市県民税� 第４期分

国民健康保険税� 第７期分

介護保険料� 第７期分

後期高齢者医療保険料� 第６期分

１月　税金・料金

１月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈭ ㈱中川商店
☎ 993-1555

２日㈮ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030

３日㈯ 高橋設備
☎ 993-1336

４日㈰ ㈲小島屋商会
☎ 998-0019

10 日㈯ ㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

11 日㈰ 工管設
☎ 993-1603

12 日㈪ 鈴木住宅設備
☎ 993-3901

17 日㈯ ㈱西島工業
☎ 993-1070

18 日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

24 日㈯ 田央設備㈲
☎ 997-5175

25 日㈰ 植松水道
☎ 992-4644

31 日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704

１月　カレンダー

１日㈭ 深良地区元旦マラソン・
駅伝大会

11日㈰

新成人者祝賀駅伝大会

成人式

消防出初式

交通指導員視閲式

25日㈰ 子どもフェスティバル
2015

人　口　53,435人� （ 8 人 ）
　男　　27,277人� （ 18人）
　女　　26,158人� （−10人）
世　帯　21,346世帯�（−4世帯）
内、外国人� 733人�400世帯

12 月１日現在
データバンク

相談
Counseling
年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

平成27年１月29日㈭　10時～13時

�市役所 1階市民相談室

14 人程度（先着順）

�事前に国保年金課へお申し込みく

ださい。※電話受付可

平成 27 年１月 15 日㈭

国保年金課　995-1813

静岡がんセンター
出張がんとよろず相談

　医師、看護師、ソーシャルワーカー

などを含めた２～３人のチームが、

患者・家族からのがんに関する疑問

や不安・悩みについて話を聞き、一

緒に考え、問題を解決する手助けを

します。

平成27年１月30日㈮ 13時～16時

�沼津市保健センター（沼津市八幡

町）

�沼津市の近隣に住んでいて、がん

に関する相談を希望する方

５組（先着順）

�県がんセンターよろず相談へお申

し込みください。※電話可

平成 27 年１月５日㈪～ 16 日㈮

県がんセンターよろず相談
　989-5392

自死遺族支援～大切な方を
亡くした方をサポート～

　突然、大切な方を失うと、生活だけ

でなく心や身体などに様々な変化が

現れることがあります。大切な方を

自死で亡くした方の相談に応じます。

平成27年１月21日㈬　13時～16時

�東部健康福祉センター（沼津市高

島本町）

�県精神保健福祉センター（静岡市

駿河区）では、毎月第１㈬ 13 時

～ 16 時に相談を行っています。

�事前にお申し込みください。

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
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